
 2016年岐阜県発明くふう展 受賞者名簿
一般の部

出品物の名称 受賞者 居所（市町村） 出品№

文部科学大臣賞 EVFPヒューズ 太平洋精工株式会社 大垣市 A-3

特許庁長官奨励賞 液晶式表示装置 レシップホールディングス株式会社 本巣市 A-8

中部経済産業局長賞 業務用理美容レザー替刃「ソフトガード」 フェザー安全剃刀株式会社 関市 A-5

発明協会会長奨励賞 タイヤ空気圧警報装置 太平洋工業株式会社 大垣市 A-7

日本弁理士会会長奨励賞 空間搬送システム 重量物対応ランマスター 中洲電機株式会社 関市 A-4

岐阜県知事賞 密封装置 ＫＹＢ株式会社 可児市 A-9

岐阜県優秀新製品奨励賞 リハビリテーション支援装置
国立大学法人岐阜大学
株式会社丸富精工

関市 B-3

一般社団法人
岐阜県発明協会長賞

サニタリーボックス ルーナス plim 株式会社トーカイ 岐阜市 A-2

岐阜県繊維協会長賞 かかない耳かき 清水 利忠 岡崎市 B-7

岐阜県陶磁器工業協同
組合連合会理事長賞

JS型 無極性循環口 株式会社オンダ製作所 山県市 A-6

岐阜県紙業連合会長賞 ゴミ（糸くず・髪の毛）とれーるキャップ 伊藤 七海 大垣市 B-5

岐阜県機械金属協会長賞 歯肉用パンチ カイインダストリーズ株式会社 関市 A-10

岐阜県木工連合会長賞 順送り装置 神谷 正美 可児市 B-16

岐阜県プラスチック工業
組合理事長賞

太陽熱で屋根上の雪を溶かす装置 西谷 尚 飛騨市 B-10

岐阜県食品産業協議会長賞 環境に優しいキルパー散布機 日野 浩行 高山市 B-9

賞名

金

賞

銀

賞
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 2016年岐阜県発明くふう展 受賞者名簿
児童・生徒の作品の部

作品名 学校名 学年 受賞者氏名 出品№

中部経済産業局長賞 孫の肩 岐阜市立明郷小学校 ６年 篠田 貴斗 138

発明協会会長奨励賞 三角形しゅんかん角度計 土岐市立妻木小学校 ３年 柳生 泰杜 69

日本弁理士会会長奨励賞 ベビーカー用ショッピングカート 中津川市立西小学校 ５年 鈴木 悠比 125

岐阜県知事賞 地震安心くん 可児市立東明小学校 ６年 市岡 咲来 172

岐阜県知事賞 レバー式車イス 岐阜市立常磐小学校 ６年 尾野 宏多 143

岐阜県議会議長賞 スーパーロールバッグスタンド 郡上市立三城小学校 ６年 河村 大翔 175

岐阜県教育委員会賞 くつはきらくらくいす 岐阜市立早田小学校 ５年 安藤 ななみ 105

岐阜県市長会長賞 みんなでひもするする 多治見市立昭和小学校 １年 藤 成実 15

一般社団法人
岐阜県発明協会長賞

べんりランドセル 関市立桜ヶ丘小学校 ２年 桑畑 こはね 35

一般社団法人
岐阜県発明協会長賞

ゴックン おくすり 郡上市立三城小学校 ２年 河村 和翔 41

一般社団法人
岐阜県発明協会長賞

犬の音楽会 岐阜市立長森西小学校 ４年 杉山 亜希 79

一般社団法人
岐阜県発明協会長賞

らくらくスプーン 大垣市立興文小学校 ４年 名和 陸杜 83

一般社団法人
岐阜県発明協会長賞

らくらく通せる しずくボタン 美濃市立美濃小学校 ４年 中村 陽日 91

大垣市立西小学校 ５年 狩野  要

大垣市立安井小学校 ５年 高橋 悠夏

一般社団法人
岐阜県発明協会長賞

節電座ぶとん 高山市立北小学校 ５年 前田 帆翔 117

一般社団法人
岐阜県発明協会長賞

マクラ 干し ハンガー 羽島市立堀津小学校 ５年 李 駿吾 128

一般社団法人
岐阜県発明協会長賞

グラスピアノ 各務原市立川島小学校 ５年 苅谷 葉那 134

一般社団法人
岐阜県発明協会長賞

とびだせ歴史 岐阜市立白山小学校 ６年 那須 友香 139

一般社団法人
岐阜県発明協会長賞

おばあちゃんの為の「防災つえ」 岐阜市立常磐小学校 ６年 小西 弘人 142

一般社団法人
岐阜県発明協会長賞

手術後の回復器具～弟の願いをかなえよう～ 美濃加茂市立東中学校 ２年 小倉 百花 191

岐阜県町村会長賞 くつがぬれないくん 大垣市立小野小学校 １年 島岡 飛羽 13

岐阜県市町村教育委員会連合会長賞 Dog Toilet Cleaner 各務原市立那加第三小学校 ５年 臼田 真緒 135

岐阜県産業教育振興会長賞 せんたくもののかたより防止物干し竿 大垣市立中川小学校 ３年 東海 宏亮 52

中部日本弁理士倶楽部幹事長賞 やくにたつ便利なイス 郡上市立八幡小学校 ５年 橋本 悠佑 137

鼻、口に密着しない快適なマスク 112

賞名

金

賞

銀

賞

一般社団法人
岐阜県発明協会長賞
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 2016年岐阜県発明くふう展 受賞者名簿
児童・生徒の作品の部

作品名 学校名 学年 受賞者氏名 出品№賞名

あめのひせんたくハンガー 瑞穂市立牛牧小学校 １年 馬場 美優 11

薬味スプーン 羽島市立小熊小学校 ２年 浅野 いほり 37

家族みんなのつめ切り台 瑞浪市立日吉小学校 ３年 小倉 妃生 64

牛にゅうパックかばん 恵那市立長島小学校 ３年 渡辺 ちうめ 67

各務原スイッチ 各務原市立蘇原第二小学校 ３年 阿多野 樺音 70

愛犬の自動給水器 岐阜市立岩野田小学校 ５年 浅野 真優 104

揺れ止めソーラーパネルの安全な家 岐阜大学教育学部附属小学校 ５年 小島 風奏 110

シモンレストングとくるくるテープカッター台 多治見市立昭和小学校 ５年 藤 遥果 123

ひとり（1冊）で立ってなさい！ 各務原市立各務小学校 ５年 白木 美宇 136

とりだし簡単くんと綺麗にみれるよちゃん 大垣市立青墓小学校 ６年 上野 竜綺 151

ほうきのゴミもバッチリちりとり 関市立博愛小学校 ６年 杉山 駿介 154

パワーアシストスーツ 中津川市立東小学校 ６年 鈴木 雅富 156

おばあちゃんお客さんお知らせマシーン 美濃加茂市立山手小学校 ６年 久留 創 162

ソファー用 固定テーブル 土岐市立肥田小学校 ６年 塚本 ひより 165

つまずき転倒防止・足腰を丈夫にするグッズ 土岐市立下石小学校 ６年 安藤 耕平 166

ブロック行灯 各務原市立鵜沼第一小学校 ６年 荒井 鼓太郎 170

手元でプッシュ洗ざい飛ばして風呂そうじ 各務原市立那加第三小学校 ６年 中村 友貴 171

さまざまな厚さの本に対応できる棚 羽島市立羽島中学校 １年 太田 創元 180

持ち運び簡単！片手でも便利ペダルカッター 関市立旭ヶ丘中学校 ２年 今井 海里 186

スノコ型差込式下駄箱2号機！ 羽島市立羽島中学校 ３年 宮川 朗 198

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

-3-



 2016年岐阜県発明くふう展 受賞者名簿
児童・生徒の作品の部

作品名 学校名 学年 受賞者氏名 出品№賞名

子どももおとなもはけるスリッパ 大垣市立小野小学校 ２年 杉本 泰晟 30

時間わり楽棚 岐阜市立明郷小学校 ３年 德原 蓮 42

かがみの世界のめいろ 岐阜市立柳津小学校 ３年 木股 憲伸 49

おぎょうぎのいいくつ 大垣市立小野小学校 ３年 �田 吏玖 53

エコクーラー 高山市立国府小学校 ３年 田中 大規 59

お手つだいセット 多治見市立北栄小学校 ３年 古川 璃奈 60

きょうりゅうかんそうき「ほしほしサウルス」 可児市立今渡北小学校 ３年 神谷 大智 73

二足歩行ロボット 岐阜市立芥見小学校 ４年 土田 雄大 78

テントウ虫 岐阜市立岩野田北小学校 ４年 丹羽 康太 80

ラベルはがすネーク 郡上市立八幡小学校 ４年 入木田 颯登 101

機械ごま 岐阜市立徹明小学校 ５年 益田 健杜 102

飛び出し事故を防ぐ信号機 岐阜大学教育学部附属小学校 ５年 岡山 周平 109

かさ立ていらず 大垣市立東小学校 ５年 吉田 葵 113

てこを使った飛び出るＤＶＤボックス 岐阜市立木之本小学校 ６年 松尾 真白 141

手づくり卓球マシン 岐阜市立長良西小学校 ６年 原田 慎ノ介 144

CDを使った、水力発電機 中津川市立坂下小学校 ６年 原 新芽 157

振動が伝わるロボットアーム 各務原市立蘇原第一小学校 ６年 人見 咲蘭 167

理想のハンガー 土岐市立肥田中学校 ２年 齋木 凌拳 192

折りたたみ式三段棚 可児市立蘇南中学校 ２年 白木 佑弥 193

あっという間によく冷え～る 高山市立宮中学校 ３年 石垣 慶太 196

受賞理由

中部経済産業局長賞受賞者在学校

発明協会会長奨励賞受賞者在学校

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

岐阜市立明郷小学校

トーカイ賞２ 土岐市立妻木小学校

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

＊トーカイ賞は、児童・生徒の作品の部において、「中部経済産業局長賞」及び「発明協会会長奨励賞」受賞者の
在学校に賞状・奨励金を贈呈いたします。

努力賞

賞名 受賞校

トーカイ賞１

努力賞

努力賞
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 2016年岐阜県発明くふう展 受賞者名簿
児童・生徒の絵画の部

画題 学校名 学年 受賞者氏名 出品№

岐阜県知事賞 なんでもかめるピッタリの入れ歯 岐阜市立明郷小学校 ３年 杉村 蓮里 D-23

岐阜県知事賞 動物の特性を活かしたロボットによる未来生活 岐阜市立東長良中学校 １年 田島 良祐 D-87

岐阜県教育委員会賞 しゅん間リサイクルロボット 岐阜市立梅林小学校 ４年 定盛 遥子 D-35

岐阜県市長会長賞 発電シューズ 多治見市立滝呂小学校 ３年 小笠原 遼 D-30

一般社団法人
岐阜県発明協会長賞

みらいにはきょうりゅうどうぶつえんができたらいいな 岐阜市立鶉小学校 １年 名畑 音哉 D-2

岐阜県町村会長賞 空気の階段で降りられる３階だて電車 岐阜市立長森西小学校 ６年 鎌田 真緒理 D-70

岐阜県市町村教育委員会
連合会長賞

変形式防災ハウス 大垣市立西中学校 ２年 佐竹 元 D-92

岐阜県産業教育振興会長賞 植物がつくる水がふる都市 各務原市立尾崎小学校 ６年 松井 結子 D-84

岐阜県商工会議所連合会長賞 未来の農園ドーム 大垣市立興文小学校 ５年 矢ヶ部 響 D-53

公益財団法人
中部科学技術センター会長賞 ごみ再生ロボット発電木 美濃加茂市立山手小学校 ５年 岩田 素佳 D-64

サンダーバキューム 岐阜市立長良東小学校 ２年 吉田 学史 D-12

かみなりからつくる でん気のみらい 瑞穂市立本田小学校 ２年 淺野 航平 D-15

未来の動物園 可児市立今渡南小学校 ３年 前川 菜々子 D-34

宇宙のリハビリテーション 岐阜市立黒野小学校 ４年 若山 拓途 D-36

電キリンタワー 各務原市立緑苑小学校 ４年 中川 彩恵 D-44

奨励賞

奨励賞

奨励賞

賞名

金

賞

銀

賞

奨励賞

奨励賞

電キリンタワー 各務原市立緑苑小学校 ４年 中川 彩恵 D-44

書いた時のしん動を大きくし発
電する「ちくでんぴつ」

岐阜市立岐阜小学校 ５年 由井 文乃 D-48

うちゅうたんけん　～未来の家～ 岐阜市立長良東小学校 ５年 木原 萩香 D-50

グリーンハウス 大垣市立星和中学校 １年 田中 紬喜 D-88

Welcome to the Earth 大垣市立赤坂中学校 ２年 石黒 立晟 D-94

遠隔操作の深海救助ロボット 大垣市立東中学校 ３年 串 颯我 D-96

動物と話せるマイク 大垣市立赤坂小学校 １年 野呂 春翔 D-7

家まるごと旅行!! 飛行機ハウス 羽島市立正木小学校 １年 岩越 理希 D-9

せかい中、虫にのってどこまでも 岐阜市立合渡小学校 ２年 森 時生 D-11

海をそうじするタコの家 大垣市立南小学校 ２年 草野 隼人 D-16

Ｄｒ．ロボ 美濃加茂市立古井小学校 ３年 安藤 まお D-31

海の中でくらせたらいいな 各務原市立那加第三小学校 ４年 中村 柚希 D-45

心の再生機 大垣市立江東小学校 ５年 木村 涼翔 D-56

オリンピック・パラリンピックを全
力応援！

関市立瀬尻小学校 ６年 久世 明日海 D-78

我が家のドクターモニタレット（病気発見トイレット） 美濃加茂市立山手小学校 ６年 近藤 佑美 D-82

救助ロボット 大垣市立西中学校 ２年 杉田 旬政 D-93努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

努力賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞

努力賞

努力賞
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